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ペッツファーストの「マイクロチップ普及活動」とは 1 
捨てられ、殺処分される犬や猫をなくすため 
犬と猫を販売する企業の責務として、捨てられ、殺処分される犬や猫を作ってはならないと
考えています。マイクロチップの装着を通じて、飼い主の終生飼養意識の向上をはかるとと
もに、行方不明時の返還率を高めることで、捨てられ、殺処分される犬や猫を減らします。 

目的 

①②③合計で、約10万頭にマイクロチップを装着 
動物ID普及推進会議（AIPO）の登録総数約60万頭の、約17%にあたります。 

 

②③合計で、約1万頭にマイクロチップを無償装着 
イベントや動物病院での無償装着頭数は累計1万頭を突破。 

活動 
内容 

①自社で販売する犬・猫への全頭装着（2006年3月より開始） 

②ペットイベントでの無償装着活動（2011年5月より開始） 

③動物病院との普及活動（2011年5月より開始） 

成果 
 

2012年8月現在 

マイクロチップとは 
動物の体内に埋め込んで使用する、個体識別用の電子標識器具。 
脱落の心配がなく、動物に負担を与えないため、安全で確実に身元を証明することができる。 
 
形状  ：長さ約12㎜、直径約2㎜の細長いカプセル状。内部にはIC（電子回路）と電磁コイルが入っている。 
     外側は生体適合ガラスで覆われている。 
装着方法：専用の挿入器を使い、首の後ろの皮膚の下に埋め込む。痛みは通常の注射とほぼ同等で、装着は数 
     秒で終わる。破損や副作用等の事例は、国内ではまだ無い。耐用年数は30年程度。 
仕組み ：内部のICに書き換え不可能な固有の番号が記録されており、その番号と飼い主情報を、動物ID普及 
     推進会議（AIPO）のデータベースに登録する。番号は、専用のリーダーを体にかざすことで読み取 
     ることができる。リーダーからの電波が内部のコイルに電力を発生させ、番号をリーダーに伝送す 
     る仕組みのため、マイクロチップ本体は電源を必要としない。マイクロチップの番号を読み取り、 
     データベースで照会することで、飼い主情報を確認することができる。 
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愛犬家が多く集まるペットイベントに出展し、無償装着会を開催しています。 
イベント会場では弊社獣医師とスタッフがマイクロチップの有効性を説明し、 
その場で獣医師がマイクロチップを装着します。 
2012年7月のペット博なごやより、保護犬譲渡会の同時開催にも着手しました。 

イベントでの無償装着頭数 累計5,660頭 

年度 実施日 イベント名称 頭数 

2011年 

5月3日～5日 ペット博2011 横浜 311 

7月16日～18日 ペット博2011 なごや 400 

8月26日～28日 インターペット 523 

9月23日～25日 ペット博2011 大阪 767 

10月1日 2011動物感謝デー in JAPAN 211 

10月1日～2日 Dog Festa 2011 370 

10月8日～9日 スーパードッグカーニバル2011 626 

11月5日～6日 川崎市民祭り 115 

12月23日～24日 Sippo Festa 2011 128 

2012年 

1月7日～9日 ペット博2012 幕張 600 

2月19日・26日 BAY DOG FESTA 79 

3月18日 FCI北関東インターナショナルドッグショー 72 

4月14日～15日 わんわんカーニバル2012 189 

5月3日～6日 ペット博2012 横浜 670 

5月19日～20日 第8回 ドッグランフェスタ 102 

7月14日～16日 ペット博2012 なごや 497 

合計 5,660 無償装着会の様子 

ペットイベントでの無償装着活動 2 
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動物病院との普及活動 

全国の動物病院と連携し、ペッツファーストから無償で提供したマイクロチップを、 
各病院で診察されている犬・猫に装着していただけるよう、ご協力をお願いしています。 

東京 

アマノ動物病院 サンシティ動物病院 福生どうぶつ愛護病院 南砂動
物病院 浜田山かじわら動物病院 古谷動物病院 本橋動物病院 みな
み小金井動物病院 ハル犬猫病院 高石動物病院 きし動物病院 まり
も動物病院 どうぶつ病院ルル ノア動物病院八王子病院 須田動物病院 
井上動物病院 動物病院モルム 麻布十番犬猫クリニック くにたち
TLC動物病院 東小金井ペット・クリニック 阿佐谷ペットクリニック 
さがわ動物病院 ベルどうぶつクリニック 野村動物病院 動物病院エ
ル・ファーロ ロイヤルペットクリニック西馬込本院 ロイヤルペット
クリニック大森海岸病院 王子ペットクリニック ホンド動物病院豊玉
病院 ホンド動物病院練馬病院 ナガワ動物病院 はなはた動物病院 
のがみ動物病院 しんでん森の動物病院 ふく動物病院 西国分寺動物
診療所 まるこ未来動物病院 なぐも動物病院 中馬動物病院 

神奈川 

アイビー動物病院 あおのペットクリニック 関内どうぶつクリニック 
小林動物病院 ヒロ動物病院 アンジェス動物病院 夕やけの丘動物病
院 まり動物病院 山口獣医科病院 カトウ獣医科クリニック 山本ど
うぶつ病院 長井どうぶつ病院 可愛動物病院 浅葉動物病院 林動物
病院 森安動物病院 多摩獣医科病院 ロイヤルペットクリニック川崎
病院 もみの木動物病院 石田動物病院 わたりだ動物病院 しょうた
ろう動物病院 村上小動物獣医科医院 吉村動物病院 小林獣医科医院 
池田動物病院 きづきペット診療室 パーシモン動物病院 麻生獣医科
医院 中山獣医科医院 大磯どうぶつ病院 イキイキ動物病院 アルフ
ペットクリニック オハナ動物病院 

埼玉 

大野犬猫病院 アニマルクリニックかずね そよかぜ動物病院 アス
テール動物病院 大野犬猫病院 パスカル動物病院 大宮スマイル動物
病院 イソダ犬猫病院 ピッコリーノ動物病院 アニマルクリニックち
ば ナカムラ動物病院 

千葉 
あいペットクリニック なつめ動物病院 おさんぽ動物病院 ナラシノ
動物愛護病院 アリス動物病院 

茨城 
おかにわ動物病院 カレンアニマルクリニック きなせ動物病院 そら
動物病院 ぬかだ動物病院 フクダペットクリニック 徳永動物病院 

栃木 
すずき動物病院 大住動物病院 マエダ動物病院 Kano Veterinary 
Clinic 

群馬 高崎動物病院 大野犬猫病院（藤岡分院） 

北海道 百合が原動物病院 新千歳動物病院 

青森 小笠原犬猫病院 ふれあい動物病院 

秋田 あきたこまつ動物病院 

福島 そらいろ動物病院 春日動物病院 エスティー動物病院 にしが動物病院 

新潟 エルム動物クリニック 本間どうぶつ病院 にいの動物病院 

富山 みさき動物病院 

石川 なかむら動物病院 

長野 
上田犬猫病院 旧軽井沢菊池動物病院 上原動物病院 ゆりかご動物病院 
鳥居動物病院 

愛知 
安藤ペットクリニック 覚王山獣医科病院 鎌倉台動物病院 熊の前動物病
院 瀬戸健滉動物病院 ベッツアニマルクリニック瀬戸 安藤ペットクリ
ニック 覚王山獣医科病院 しっぽ動物病院 松波動物病院 

静岡 
富士ペット動物病院 BELL動物病院 やまと動物病院 セナ動物病院 稲葉
獣医科医院 保坂動物病院 ますだ動物クリニック ドッグギャラリークリ
ニック いしかわ動物病院 いぐち動物病院 浜松家畜病院 

三重 伊藤動物病院 なるかわ動物病院 まつだて動物診療所 

大阪 ワールド動物病院 アイン動物病院 

兵庫 
エルザ動物病院北神戸 香寺エルザ動物病院 姫路エルザ動物病院 どい動
物病院 加西レオ動物病院 杉村動物クリニック 酒谷動物病院 新三田い
しもと動物病院 南が丘動物病院 

奈良 
鹿ノ台動物病院 シンシア・ペット・クリニック トミー犬猫病院 アイ
ペットクリニック タガワアニマルホームドクター こいずみ動物病院 

鳥取 倉吉動物医療センター 米子動物医療センター 加賀どうぶつ病院 

岡山 シンシア動物病院 

広島 ナルト動物病院 さくらだ動物病院 あそう動物病院 

福岡 
春日動物病院 カシア動物病院 西川動物病院  あゆとも動物病院 とがし
動物病院  

熊本 けやき通り動物病院 こが動物病院 江津動物病院 

宮崎 まなび野動物病院 

鹿児島 中央愛犬病院 せんだい動物病院 いわもとペットクリニック 

動物病院での装着頭数 累計4,372頭（247病院） 
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マイクロチップ累計登録数の推移 

【資料】犬・猫の所有明示措置に関する統計 

【明示の方法】 
首輪・名札が大多数を占めています。マイクロチップは全体の6.8％。 
 

【国内のマイクロチップ登録数】 
現在約60万頭にマイクロチップが装着され、AIPOに登録されています。 
2006年より登録頭数が大きく伸び始め、2011年は過去最大の増加数を記録しました。 

ペッツファースト
全頭装着を開始 

ペッツファースト 
無償装着活動を開始 

（％） 

出典：環境省 出典：動物ID普及推進会議 
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マイクロチップ施術に対する賛否（2012年／n=2,440） 

賛成 どちらかというと賛成 どちらかというと反対 反対 

賛成の理由 内訳（n=1,244） 

 
●迷子や事故にあった時に飼い主の発見に役立つから   82.1％ 
●飼い主の責任がはっきりするから           81.3％ 
●盗難にあった時に飼い主の証明になるから       45.8％ 
●名札のように脱落したり書き換えたりできないから   42.0％ 

（％） 

【資料】マイクロチップへの賛否 

【賛否の割合】 
賛成、反対がそれぞれ約半数となり、ほぼ例年通りの数値。 
 

【各回答の内訳】 
賛成：脱落せず、勝手に書き換えることができないマイクロチップの有効性が理解されています。 
反対：生理的な抵抗感や、異物を挿入することに対する不安が高い割合を占めています。 

反対の理由 内訳（n=1,196） 

 
●埋め込みが痛そうでかわいそうだから        60.4％  
●動物の健康に悪そうだから             51.8％ 
●名札や鑑札をしっかりつければ必要ないから     44.1％ 
●費用が高そうだから                17.1％ 
●マイクロチップの信頼性が低いから           9.1％ 
●マイクロチップが大きいから            2.4％ 

出典：環境省 
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